
いちだい知のトライアスロン

『文盲：アゴタ・クリストフ自伝』
アゴタ・クリストフ著 ; 堀茂樹訳 白水社, 2006年

自分は留学していた時、友達と喋ったりしてもどこか寂しさを感じていました。このま

ま自分がフランス語を学び続けた先、上手くなっても何かがないままなんじゃないかと

思っていました。帰ってからはそれが日本語による笑いがなかったことの寂しさだったと

思います。母国語には表現手段だけではない何かがあることを感じさせた経験でした。

この本の作者、アゴタ・クリストフはハンガリーの出身ですが生まれたのは第二次大戦

の直前。その後ハンガリーがナチスドイツ、さらにソ連に占領され内戦が勃発し、フラン

ス語圏であったスイスに脱出します。この間、彼女は学校で国語としてドイツ語、ロシア

語、さらに亡命先でフランス語を止むを得ず習得し、その後の作家としての活動もフラン

ス語で行いました。しかし彼女はこの自伝の中でフランス語を「敵語」と書くほどに嫌っ

ています。それはフランス語を嫌いなのではなく、彼女の中で母国語が外国語によって殺

されているからであり、母国語と共に子供の頃の思い出も失いつつある様が本書の中で描

かれています。

自分が感じた寂しさが彼女のようなものと同じではないかもしれませんが、彼女が「文

化的な砂漠」と表現したように、日本語のコミュニティを抜け外国語のコミュニティに到

達してもいない状態を歩き続けることは誰でもできるというものではないのかもしれませ

ん。私は進んで外国語を選びましたが自分にとって母国語とは何か、言葉とは何かを考え

させる素晴らしい一冊でした。

国際学部４年

水野 椋太さん

『文盲：アゴタ・クリストフ自伝』



いちだい知のトライアスロン

『勝手にふるえてろ』 綿矢りさ著 文藝春秋, 2012年

何気なく図書館を歩いている時、ぽっと身体中に広がるように柔らかで鮮やかなピンク色の本
を見つけました。思わず手に取ってページをめくったが最後、その場で一気に読見終えてしま
いました。

賞味期限切れの片思いと好きでもない現実の彼氏。どっちも欲しい、どっちも欲しくない。迷
いながら、ぶつかりながら、不器用に進んでいく、片思い以外経験ナシの26歳女子が、時に
悩み時に暴走しつつ、現実の扉を開けてゆくキュートで奇妙な恋愛小説です。

この作品、表現が気持ちいいほどにリアルでした。幼い頃の記憶とか世間の考え方とか揺れ動
く気持ちとかがとてもリアル。視野見（見ていない風を装いながら目の隅で見ること）に関し
ては、今まで無意識にいや故意に？やっていたことに名前をつけられたようで思わず笑ってし
まいましたし、これをしていたのは自分だけじゃないんだと、面白さを感じました。

私は綿矢りささんの文章がとても好きです。きっと私が心身の全神経を研ぎ澄ませて生活して
も気づけないし、もし気づいたとしてもそれを表現することもできないなということを鮮やか
に描いてくれて、それらが心に苦く、甘く、グサリと、時にはスッと染み入って余韻に浸るこ
ともできます。
しかもりささんの描く女の子は必ずみんな可愛い、
というより愛おしくなります。主人公のヨシカも不器用でブッとんでいてとても可愛かったで
す。ヨシカのその妄想力に天晴れです。

また、どんな自分でも受け入れてくれる人はとても貴重で素敵で、大切だなと思いました。

ページをめくる手に頭と心がついていけないくらい、とてもキュートでパワフルで人間味あふ
れる作品でした。

みなさんにも、是非読んでほしいなと思います。

国際学部３年

中島 弘深さん

『勝手にふるえてろ』



いちだい知のトライアスロン

芸術学部２年

河田 歩里さん

映画 「言の葉の庭」

「言の葉の庭」 新海誠監督・脚本・原作 2013年

「夜、眠る前 朝、眼を開く瞬間 気づけば、雨を祈っている────」
雨が好き、という人はどれくらいいるのでしょうか。

「明日は雨になるでしょう」、天気予報のキャスターは申し訳なさそうな顔で、まるで＂晴れること＂が
正解だったかのように、私たちにそう伝えます。
実際に、この世界では雨というものを鬱陶しく感じている人がほとんどだと思います。たしかに雨の日は、
洗濯物は乾かないし、靴はびしょ濡れ、おまけ頭痛がすることだってあります。しかしそれは、雨の悪い
一面での話です。

水面が映す雨の模様、道路の水たまりに反射した逆さまの世界、光を受けて輝く水々しい葉っぱ───

私にとって雨は、普段の景色を塗り替える、１つの技法のようなものです。
そんな雨の良さを最大限に引き出し、表現しているのがこの作品、『言の葉の庭』です。
雨により移り変わる景色が美しいグラフィック映像で描かれており、何度観ても飽きません。それどころ
か、毎回息を呑んで見入ってしまいます。

「夜、眠る前 朝、眼を開く瞬間 気づけば、雨を祈っている────」
冒頭で紹介したこの言葉は、作中で私が一番好きな言葉です。

世の中で疎われがちな雨を、主人公は祈る。
そしてその雨は、主人公に出会いと変化をもたらす。

この作品の最後、雨が止んで光が差し込み、やがて＂晴れ＂へと向かっていくシーンは、主人公たちのこ
れからを想像させる、涙なしでは見られないシーンとなっています。

雨を苦手に感じている人、ぜひこの作品を観ていただきたいです。雨に対するイメージが、ガラリと変わ
ると思います。
これからの雨の日、きっと少しでも楽しく、過ごしてみませんか。



いちだい知のトライアスロン

中野渡尉隆 個展 「星・雪・水蒸気 Star Snow Steam」
広島市立大学芸術資料館

【会期：2019年10月28日（月）～2019年11月7日（木）】

会場の空間の暗闇、作品の漆黒。作者の中野渡先生が操る黒色は凍てつくような冷たさを
感じる。
後にギャラリートークで作者が北国出身ということを伺い、少し納得した自分がいた。会
場の中にいると、まさに雪の日の夜を疑似体験しているようだった。作品の反射して光を
放つ白、澄んだ黒、無音の世界を感じさせる空間。会場を歩いているだけで、その要素が
展示タイトルの３つの単語へと自然にあてはまっていった。この展示へは作品を鑑賞をし
に行くというより、体験しに行く、という気持ちで赴くことを推奨したい。

作者が演出する、子どものような純粋な目で見た光景と、どこか寂寥感を感じさせる雰囲
気は宮沢賢治の世界観を彷彿とさせるものがあった。特に彼の文学のファンの方はぜひ体
験しに行ってみてほしい。

また作者による展示空間づくりに対する拘りや姿勢は、今後展示発表をする作家を目指す
私をはじめ、学生にとって見習うべき点が多いと感じた。自分の作品の世界観を、鑑賞者
に如何に魅せ、如何に呑み込ませるかと、自分の目的に合わせて空間を支配する意思の強
さと大切さを、会場を通して学ぶことができる。

様々なものが溢れ摩耗する現代だからこそ、この展示の「無」のような空間や冷たさは、
一度頭をクールダウンするような心地よさを多くの人に与えると思う。普段の生活を頑張
りすぎたと感じている人は、ぜひこの作者の細かい演出と拘りから成された作品と世界観
に身を委ねに行ってみてはいかがだろうか。

芸術学研究科２年

岡 里実さん

美術展：中野渡尉隆 個展
「星・雪・水蒸気 Star Snow Steam」



いちだい知のトライアスロン

芸術学部２年

池端 京花さん

美術展「かこさとしの世界展」

「かこさとしの世界展」
ひろしま美術館

【会期：2019年6月15日（月）～2019年8月4日（日）】

私はひろしま美術館で開催されている絵本作家かこさとしの「かこさとしの世界」展を見
に行った。
私は展示を見に行く前に本屋にいた。その本屋で大々的にかこさとしの絵本が紹介されて
いるコーナーがあり、たくさんの子供達がその場で絵本を読んでいた。その光景を見て、
かこさとしさんが非常にたくさんの絵本を出版していたこと、私が約10年以上前に読ん
でいた絵本が未だ子供達に親しまれていることに大変驚いた。かこさとしの展示がひろし
ま美術館で行われていることをその場で知り、当日にひろしま美術館に赴いた。
ひろしま美術館に来て、まず目に入ったのが人の多さである。土日ではあったものの、展
示が始まってから、一週間は経過していたにもかかわらず、その人数は有名画家の初日展
示日のようだった。そして3分の1以上が、小さな子供を連れた、家族づれだった。私は
美術館に昔からよく行くが、子供はあまり見ない。いたとしても早く帰ろうと親にせがむ

子供が多い印象だ。私は小さい頃に美術館に行った時、ガイドの方に宿題で来たんです
か？と言われたことがある。ほとんどの子供は美術館の展示に対して無関心なのかもしれ
ない。
しかし、この展示は違った。子供が遊べるコーナーや見て触れる展示物など子供が飽きな
いように配慮がされていた。子供達は皆、文句ひとつ言わず、展示に見入っていた。
（2ページ目へ続く）



いちだい知のトライアスロン

芸術学部２年

池端 京花さん

美術展「かこさとしの世界展」

「かこさとしの世界展」
ひろしま美術館

【会期：2019年6月15日（月）～2019年8月4日（日）】

（1ページ目からの続き）
また、私はかこさとしが軍人を志しつつ、戦時中戦争に関する油絵を描いていたことに衝
撃を受けた。まず、かこさとしの優しく、可愛い、見る人の気持ちを穏やかにさせてくれ
るあの絵からは「戦争」というワードが浮かばなかった。いずれ自分が絵本作家になると
は思いもしなかったのではないだろうか。かこさとしは、戦後自分が軍人を目指していた
ことにお自責の念を感じていたと解説にのべられていた。子供達に自分のような人になら
ないようにあのような戦争のことを全く感じさせない画風になったのではないかと思う。
美術館で画家や作家の展示を見ることは二つの魅力があると思う。一つは画集では表せら

れない細かい筆の筆致や絵の具の厚み、作品の規模を間近で鑑賞することができること、
二つ目は画集では省かれがちな未完成作品やクロッキー、作品案のメモなども展示されて
いることである。「かこさとしの世界」展でも絵本の原画だけだけでなく、画面のどこに
何を配置するかの下書きなどが多く展示されていた。私は作品にはならなかったそれらを

それら完成された作品と同等の価値があると考えている。完成されている作品を見るだけ
ではわからない、作者がなぜどのようにこの表現に至ったのかの紆余曲折が分かるからで
ある。
外国人作家の場合は書いてある文の意味が分からないこともあるが、紙のどの空白に文字
を書き、絵を描いたかの作家の美的センスを読み取ることができる。
私は受験期後半に入ってから、自分の画力をあげることだけに専念し美術館に赴くことを
控えがちだった。しかしこの展示を見に行った結果、美術館に行くことの魅力を再確認し、
この展示にいたたくさんの子供達のように純粋に「絵を楽しむ」気持ちを取り戻すことが

できた。



いちだい知のトライアスロン

国際学部卒業生

大橋 菜緒さん

『線は、僕を描く』

『線は、僕を描く』 砥上裕將著 講談社, 2019年

表紙の透明感に惹かれて借りたのですが、内容は表紙以上に透明感のあるお話でした。絵よりも文

字の方が透明感を感じるって不思議に思うかもしれません。それでもきっと読んでもらえると共感

してもらえると思います。

内容は大学生の少年が水墨画に出会う話です。何か大きな事件が起きるわけではないけれど、彼が

水墨画に出会い、水墨画の書き手に出会い、生命を実感していくのを、傍らでじっと見守っていら

れるような読書がただただ心地よかったんです。水墨画は黒と白だけの絵のはずなのに、そこはと

ても色鮮やかな世界で気持ちいい矛盾を感じ、ずっとここにいたいと思いました。それは実際に水

墨画を見ている主人公の気持ちが文字となって伝わってくるからそう感じるんだと思います。ふん

わりとした触り心地のいいきれいな筆でやさしくすっとなぞるような、あたたかい気持ちに包まれ

ます。

読者である私たちは実際に水墨画を見ていなければ、同じように黒と白しかないページを目で追っ

ているだけです。しかし目の前には鮮やかな水墨画の世界が広がっていて、登場人物は呼吸をして

いて、描くために生きるために必死に自分と向き合っています。本の中で「自分の中には宇宙は広

がっていないのか」という言葉がありますが、本にもその本にしかない宇宙があるのかもしれない

と思いました。

感覚とか想像とか言葉にするのは難しい人の心について、この本はすごく繊細にわかりやすく描か

れています。こんなに近くで心というものを感じたのは初めてでした。

そして世界には美しいものがたくさんあることに気づくことができたことに喜びを感じるとともに、

知らなかった世界を教えていただけたことに感謝します。



いちだい知のトライアスロン

『これからの世界をつくる仲間たちへ』 落合陽一著 小学館 2016年

コンピュータの登場によって近未来がどうなるのか、過去の具体的な例を踏まえて説明されていて、そ

の専門知識がない自分には大変興味深い話だった。また、未来予測をした上で今後は何が必要か（例え

ばツールが使える技術よりもツールは何かを考える思考体力）という部分がこの本の伝えたいことであ

り、その点を深く論じているのはよかった。しかし、中には簡単には納得できない内容もあった。

例えば筆者は

人間とコンピュータが親和した先に、いったいどんな文化が生まれるのか。そこではコンピュータを使

う人も、コンピュータに支持されて動く人も、どちらが上でどちらが下というわけではなく、全く差別

されない。個々人による選択の結果の多様性がある幸福を互いに認めあい、享受できる世界です。

（217ページ1行目）

と述べているが、これはあまりにも人間の感情を取り除いた話して話はないかと思う。コンピュータが

進化するのは事実だし、社会が作者の言うように変化していくのも間違いないと思うが、世の中には不

易と流行というものがある。そしてこの論には不易部分がない。（ここで私が考える流行は技術の革新、

不易は人間の感情を指す）

技術は革新されているが人間はアップデートされていない。人間がパソコンに指揮されるようになる未

来は確実だが、階級の設定や賃金配分の決定は人間の自由である。それで本当に差別がなくなるのだろ

うか？

本では次に権力を握るのはエンジニアであると示唆されているが、彼らは果たして本当に上も下もない

システムを作るのか。誰かの（例えばその力を掌握したい為政者や、エンジニア本人）横槍にも負けず

に。私は人間である彼らが全くフラットな社会の図をつくるとは、とてもではないが思えないのだった。

パソコンに取って代わられる、しかしおそらく世の中の仕組み、つまり社会の人間の階級などが変わら

ない近未来。そこで私は上手く適応していかねば、自分の考える理想の暮らしはできないと思った。そ

して適応するための隙間を見つけるために、次に何が必要とされるのかを見極め、それに対するアプ

ローチの仕方を編み出すために学ぶべきだろう。

芸術学部４年

濱田 紗弥さん

『これからの世界をつくる

仲間たちへ 』



いちだい知のトライアスロン

情報科学部2年

宮嶋 洋也さん

『フェルマーの最終定理』

『フェルマーの最終定理』 サイモン・シン[著] ; 青木薫訳 新潮社, 2006年

多くの難解な研究テーマを、一般大衆向けにわかりやすい形で紹介してきた実績を持

つ、サイモン・シンによって書かれた作品です。

フェルマーよって後世に残された

「ⅹのn乗＋Yのn乗＝Zのn乗 においてn＝３以上の時、X、Y、Zは、０ではない

自然数の解を持たない」という定理が、何故300年以上もの間、多くの数学者を引き

付けながら証明されなかったのか。そうして、この定理の証明が、どのような結末を

迎えるのか、深く関わった数学者の人間ドラマを交えつつ、解説書としての役割を十

分に果たす一冊です。

理系を語るのであれば当然読んでおきたいと言われる一冊ですし、数学に苦手意識が

あってもドキュメント作品としても読める作品です。文量も中級程度であまり多くあ

りません。

本当であれば、登場する偉大な数学者、証明に至る道そして、ピエール・ド・フェル

マーについて、真に驚くべきことを紹介したいのですが、ここに記すには余白が狭す

ぎるので割愛します。(この言葉の意味は、是非本書で…)。



いちだい知のトライアスロン

「沖縄のこころ：沖縄戦の私」 大田昌秀著 岩波書店 1972年
（岩波新書）

この本は、元沖縄知事の大田昌秀さんが生々しい沖縄戦について書いたものである。

どのような経緯で沖縄が地上戦において、厳しい状況に追い込まれたか、沖縄が本

土に比べてどれほど不当な扱いを受けてきたか、人と人とがリアルに殺し合う地上

戦がどれだけ悲惨なものかが書かれている。

私は『沖縄のこころ』を読んで、沖縄に対する認識や基地問題に対する見方が変

わった。沖縄がどういう歴史があり、どういう扱いを受けてきたのかを知ることが

この本を読むことによってできた。

そして、この本を読む中で、戦争という状況下に一度置かれてしまったら、どうし

ようもないなと思った。だからこそ戦争を起こしてはいけないと強く思った。

最後にひとつ、印象に残った本の記述を紹介したい。

「異常が正常に転化した時、人々はより異常な事件やより残酷な事態に接すること

で、逆に平静さを取り戻すかのよう。」

これはとてつもなく恐ろしいことだと感じた。

この本は、日本の抱えている問題に大いに関わるので、日本人が読んでいてほしい

一冊である。ぜひ手にとって読んでもらいたい。

国際学部３年

齊藤 秀太さん

『沖縄のこころ』



いちだい知のトライアスロン

「ハイ・フォン」 ル・ヴァン・キエット 監督 2019年

ベトナム人スタッフで制作され、正真正銘の戦争映画でない堂々たるアクション映

画である。アクションシーンが全体に上手くブレンドされており、圧倒的な世界観

に打ちのめされた。一瞬も目を離すことができず、子どもを誘拐された母の強さを

目に焼き付けることになる。

主人公を借金取りにすることで失敗した人生を表現し、受け入れられない存在の彼

女が娘を守るただそれだけに命を燃やす執念には思わず息が詰まりそうになった。

貧しくも平凡な日常が娘にとっては母と過ごした最愛の時間であり、その大切な時

間を奪われた喪失感は母を強く動かす。どれだけやられても立ち上がる勇姿が最高

にかっこよくて、応援せずにはいられなかった。テンポが早く音響も作り込まれて

いるので、臨場感がとてつもなく強かった。おかげで終始安心して作品に身を委ね

ることができ、観終わった後には達成感すら感じられた。音響も他の作品とは一線

を画し、大画面で観るハイクオリティな映像が心を掴んで離さなかった。

ラスト近く、クライマックスの一つであるアクションシーンではもう呼吸すること

も忘れ、その10秒間は時間が止まったような感覚さえあった。誘拐された子ども

たちを救済するシーンでは無邪気でまっすぐな娘に落涙した。

隣の席の女性が終始涙を流していたので、それからは「もうこうなったら自分もど

うにでもしてくれ」という感覚で観ることにした。こんなにたくさん心揺さぶられ

る作品は本当に数少ない。この作品に出会えてよかったと心底思う。興味のある人

は、ぜひ一度観てみるといいのではなかろうか。

芸術学部3年

原 彰吾さん

映画「ハイ・フォン」



いちだい知のトライアスロン

「トニー滝谷」 市川隼監督・脚本 村上春樹原作 2004年

この映画は村上春樹の原作で、人生哲学あふれた作品だと思う。人生はいっ

たい記憶の塊に過ぎないのかという問いがあった。もしそうであれば、死者

の記憶を他人の脳に移植すれば、素晴らしく生き延べれるのか。主人公のト

ニーは妻と父の死に直面する勇気がなく、久子という女の子を雇って、毎日

亡くなった妻の洋服を着られて、優しい思い出に逃げ込んだ。記憶そのもの

は二度と出てこない直線と思われるが、一つの円と思う人もいる。アウグス

ティヌスの時間論のように、過去の恥ずかしくて悔しいことをした自分は本

当の自分ではない心理が納得できない。過去の自分も、現在の自分も、将来

の自分も、すべて正しい私だとアウグスティヌスにより指摘された。記憶そ

のものも自らの視角で何回も省みることができるから記憶の円が成り立つ。

過去の自分に対する反省はもちろん聖なることだが、決してタブーではない。

国際学部３年

鄭 得佑さん

映画 「トニー滝谷」



いちだい知のトライアスロン

「THE WAVE」 デニス・カンゼル監督 モートン・ルー原作 2008年

ドイツでとある授業が行われた。「独裁制」というその授業は生徒を一
体にさせ、教師の一声によって瞬く間に組織が形成された。誰もが支配
とは知らずに動かされ、事態は次第にエスカレートしていく。ナチスを
モチーフとした映画は、この作品が登場するまではドイツではタブーと
されており、ドイツにとってはなんとも言えないものでもあったのかも
しれない。ただ、一度繰り返した過ちは人々の心理的な作用によって簡
単に蘇ってしまうのかと思い知らされる映画であることには間違いなく、
戦争という恐ろしいものが差し迫った状況ではないにしろ、起こり得る
可能性は常に内在しているとわかる。

芸術学部３年

原 彰吾さん

映画 「THE WAVE」



いちだい知のトライアスロン

「追悼水木しげる ゲゲゲの人生展」
広島県立美術館

【会期：2019年7月13日（土）～2019年8月25日（日）】

水木しげるの世界を、彼の愛すべき作品とともに体験できる。「ゲゲゲの鬼太郎」「河
童の三平」などの妖怪をテーマとした漫画で知られる彼だが、その人生は壮絶かつ波乱
に満ちたものだった。学生時代、彼は絵以外の才能がなく幾度となく学校で苦労してい
る。マイペースすぎる彼のエピソードの数々はどうにも可笑しく、だからこそ掴み得た
人生なのだとも思う。

自由奔放すぎてバイトをクビになった話や神社で妖怪に出会った話、不合格者1名の大
学試験に落ちた話、どれも滑稽であり楽天的な水木しげるの知られざる一面を垣間見る
ことができる。

また戦争で左腕を無くしていたことを初めて知り、それでも描き続けてきた彼の意志の
強さと戦争に対する意識が作品に色濃く表れていることを知った。

幾多の奇跡に恵まれて水木しげるという天才が生まれ、私たちが彼の素晴らしい作品を
享受できたことは幸運以外の何ものでもないのだと思う。「妖怪」のジャンルを確立す
るということは、常人には到底できない。異様なまでに研ぎ澄まされた彼の着眼点や生
への強い意志、戦争での壮絶な体験が彼を彼たらしめていることを作品が証明していた。

展示内容も盛りだくさんで活気にあふれていた。特に終盤の民族をモチーフにした仮面
の展示は言葉を失うほど、畏怖せずにはいられなかった。水木しげるがなぜそれほどま
でに妖怪に惹かれ、それを愛したのかを考えさせられるとてもいい展示だと思うので、
ぜひ。

芸術学部３年

原 彰吾さん

美術展

「追悼水木しげる ゲゲゲの人生展」



いちだい知のトライアスロン

「挑む浮世絵 国芳から芳年へ」
広島県立美術館

【会期：2019年4月13日（土）～2019年5月26日（日）】

大きな骸骨がゆらりと御簾の向こうから覗きこんでいる…。
きっと、絵を見れば誰もが「あぁ！この絵、知ってる！」と思うかもしれません。
私はあまり、絵に関して詳しくはないのですが、今回の展示はとても興味深かったです。

国芳は、「妖怪」「美人画」「歴史物」といった風に色んなジャンルの絵を描いています。
中でも面白かったのは妖怪の絵です。骸骨をかくのに、わざわざ医学書を参考にしていたと
いうので、国芳の絵への情熱が窺えます。

さて、皆さんは「血みどろ絵」を知っていますか？血みどろ絵とは、国芳が歴史物や物語の
絵を描くときに、血糊を使ってリアルに描いた絵のことです。血しぶきや、滴り具合があま
りにリアルすぎて少し気味が悪くなりました。国芳は絵を見た人に「これ、夜に見たら絶対
怖いだろうなぁ」と思わせるくらいとても細かい描写をしています。

それから私は、国芳をマジシャンだと思いました。正面から見たら見えないものが下からの
ぞき込むと見えるようになっている絵が何点もありました。これは言葉では言いようのない
ことなので、ぜひ実際に展示を見ていただきたいです。

「絵に全然興味ないなぁ」と思っている人でも、国芳やその弟子たちの作品は色んな仕掛け
や、物語があるので、私のようにとても楽しめると思います。
解説の文字を読むのが面倒と思う人は、音声ガイドがおすすめです。私も使ってみましたが、
喋りが面白いので内容が分かりやすかったです。
昔の人の絵と触れ合えることはめったにないので、とてもいい経験になります。皆さんもこ
の展示会に足を運んでみてはいかがでしょう。

国際学部２年

前垣内 友理さん

美術展

「挑む浮世絵 国芳から芳年へ」



いちだい知のトライアスロン

中野渡尉隆 個展 「星・雪・水蒸気 Star Snow Steam」
広島市立大学芸術資料館

【会期：2019年10月28日（月）～2019年11月7日（木）】

展示室に入ろうとしてまず、室内が暗いことに驚きながら中に入った。照明はついてお

らず、作品のみが照らし出されていて、広い空間を漂うような音楽が流れていた。「あ

の世のようだ」というわけではないけれど、「私たちが今暮らしている環境ではない、

けれども必ずどこかには存在している」、という独特の雰囲気を感じた。ふと、定期的

に30分ほどこの空間で静かに、何も考えないでいる時間が欲しいなと思った。けれども、

一人でずっといると気が遠くて、孤独で気が狂ってしまいそうだという冷たさも少し感

じた。

作品を見て、黒と白の対照がどこまでも広がっていくようだと思った。7つのうち、6つ

は画面の上部は黒く、下部が白かった。似ているようだけど同じものはなく、それぞれ

が1つのものとして完成しているように思えた。光の当たり具合によって、近くで見た時

と遠くで見たときで絵の見え方が変わるので、絵ではなく、どこかの景色を見ているよ

うだと思った。残りの一つは今までとは逆で、上部が白、下部が黒になっていて、全部

同じで下が白、上が黒だと思っていたので少し驚いた。私は、ここが今に繋がっている

ところなのではないかと感じた。あくまで個人の感想だけれども、こちらに階段があっ

て、そこを登っていくと『現在』に繋がるようなそんな気がした。芸術鑑賞はやはり楽

しいなと思える展示であった。

情報科学部３年

辻 一美さん

美術展：中野渡尉隆 個展
「星・雪・水蒸気 Star Snow Steam」



いちだい知のトライアスロン

「山口啓介 後ろむきに前に歩く」
広島市現代美術館

【会期：2019年6月8日（土）～2019年9月4日（水）】

まず、この作品展の題名『後ろ向きに前に歩く』がとても印象的だった。人

は過去や現在しか認識できない中、前（未来）に向かって進むから「後ろ向

きに前に歩く」とだというのを知って深いと思った。

山口啓介さんの作品は抽象的な絵が多く、芸術素人にはとてもではないけ

れど、理解が難しかった（笑）。ただ、『震災後ノート』という、東日本大

震災が起きてから、今日まで毎日欠かさず山口啓介さんに書かれたノートが

あって、そのノートには、作品の下書きみたいなものが書かれていた。そこ

には、具体的な知識をどう、絵に置き換えるかということがイラストで描か

れており、抽象的な絵には深い意味が込められているということはわかった。

また、8年も毎日ノートを欠かさず書き続ける継続力には脱帽で、ぜひ見習

いたいところだと思った。

また、印象に残った作品として、『象の檻』がある。これは青森にある米

国の通信傍受施設らしく、初めてこの施設の存在を知った。少しきになるの

で個人的に詳しく調べてみたいと思う。

国際学部３年

齊藤 秀太さん

美術展

「山口啓介 後ろむきに前に歩く」



いちだい知のトライアスロン

「吉村芳生 超絶技巧を超えて」
奥田元宋・小由女美術館

【会期：2019年2月22日（金）～2019年4月7日（日）】

色鉛筆画と聞いて思い起こされるのは、絵本に書かれている挿絵を思い浮か

べる人が多いいだろう。

吉村芳生はその色鉛筆を最大限に生かして、本物と見間違うように色を塗り

重ねていく。いわゆる模写だ。写真を元に拡大模写をしそれを作品として出

している。一つ一つ丹念に仕上げられていて圧倒される。

私はこれらの作品を見たとき芸術って、美術って何だろうと思ってしまった。

私は自分のオリジナルを作品として描いているが、吉村さんの場合、模写し

たものを作品として出している。これは写実はまた違う。多くの作家は模写

を勉強として行い、それを世に出す人は少ない。吉村さんは模写が自分の持

ち味というのをわかっていて、出しているのだろうと考える。

このような、作品に対するものの捕らえ方の違いを見せ付けられて、これも

芸術でいいのかと思わされた。

作品の大きさも桁違いなので、技量に圧倒されるばかりなのでぜひ観てほし

い。

芸術学部４年

上本 佳奈さん

美術展

「吉村芳生 超絶技巧を超えて」


